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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の採用薬につきまして、添付文書上、効能効果、用法用量等の重要な変更・追

加がありましたので、臨時報告いたします。 

 

 

 

 

 

※以下の医薬品につきまして、各種添付文書の変更・追加がありましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

効能効果、用法用量等の変更 

医薬品・医療機器等安全性情報 310 号 
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詳細および安全性情報バックナンバーにつきましては、院内 LAN 掲示板「医薬品安全性

情報」または医薬品医療機器情報提供 HP(http://www.info.pmda.go.jp/)をご参照くださ

い。 

 

薬剤部：小川暁生 

 

 

医薬品の成分は、他の医薬品、サプリメント、食品との組み合わせによって、効き目が強く出すぎ

て副作用を引き起こしたり、効き目を弱めたりする場合があります。よって、服用中の薬や常用し

ているサプリメントは、薬局やドラッグストア、病院で確認し未然に防止する必要があります。一

緒に食べてはいけない食べ物や飲み物として、ワルファリン

と青汁、納豆やクロレラは有名な注意すべき飲み合わせです。

今回はそれ以外について紹介したいと思います。 

 

要注意食品 

① チーズ、ワイン 1) 

これらに含まれるチラミンという成分が犯人!! 

お薬と食べ物の食べ合わせ、飲み合わせ 
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チラミンは肝臓で分解される成分ですが、ある特定の医薬品を飲んでいるとその分解が遅れてしま

います。 

ある特定の医薬品とは…総合感冒薬や鼻炎薬 

問題となる成分： 

塩酸フェニルプロパノールアミン 

  飲み合わせ、食べ合わせによる症状： 

頭痛、発赤（体が赤くなる）、動悸（心臓がドキドキ）など 

 

② クラッカー、あんこ 1) 

頭痛薬に含まれるアセトアミノフェンは、炭水化物や糖分と結合しやすい。そのため、一緒に食べ

ることで吸収が遅れてしまいます。クラッカーは意外に糖分が多いです。また、糖分だけでなく、

ごはんや麺類、パンなどでんぷん食品も要注意です。しかし、頭痛薬は食後に服用することが多い

医薬品です。そのため、実は食後服用で効果発現が遅くなってしまっているのです。 

 

③ 牛乳 2) 

A: 抗生物質や骨粗鬆症薬 

牛乳はカルシウムが豊富な飲み物です。テトラサイクリン系（ミノマイシンなど）やニューキノロ

ン系（クラビット、ガチフロなど）の抗生物質や、骨粗鬆症薬（ダイドロネル）はカルシウムと結

合しキレートを作ってしまう医薬品です。キレートは体内に吸収されにくい構造で、キレート形成

の結果、薬の効果が弱まってしまいます。2 時間くらい間隔を空けて服用しましょう。 

B: ビザコジル（大腸刺激性下剤） 

胃の中は酸性に保たれており、逆に腸はアルカリ性に保たれています。ビザコジルは腸に効くよう

にするため、胃では溶けないようにコーティングされています。牛乳はアルカリ性で、胃酸を中和

する働きがあり、中和された胃の中に腸で溶ける薬が入ってくるとコーティングが破壊され、胃で

溶けてしまいます。そのため、腸に届く薬の量が減ってしまい、薬の効果が十分に発揮されなくな

ってしまいます。 

 

④ グレープフルーツ 2)3) 

グレープフルーツに含まれるフラノクマリンという苦味成

分（図 1 参照）は、肝臓で薬を分解・無毒化するのに必要な

酵素（CYP3A4）の働きを妨害します。このため、薬が肝臓

で分解・無毒化されるのに時間がかかり、薬の効果を強めて

しまいます。そのため、CYP3A4 の基質となる医薬品を服用

している患者さんはグレープフルーツを食べないように注

意する必要があります。 
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CYP3A4 の基質となる医薬

品の例 

降圧剤であるカルシウム拮

抗剤（アムロジンなど） 

不整脈薬（ワソランなど） 

免疫抑制剤（プログラフ、ネ

オーラル） 

脂質異常症薬のHMGCoA還

元酵素阻害薬（リピトールな

ど） 

 

グレープフルーツを摂取したら 3-4 日は CYP3A4 の不可逆阻害は続きます。 つまり、薬と一緒

に食べなければよいというわけではありません。 

また、グレープフルーツ以外にもフラノクマリン類が含まれている柑橘類はあります。 

 

図 2：柑橘類の分類 3) 

図 2 に、柑橘類の分類を示しました。グレープフルーツはカンキツ類のミカン属ブンタン区に分類

され、ザボンには相互作用の原因物質であるフラノクマリン類が含まれています。そのため、注意

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献・ＵＲＬ 

1)オーガニックヘルシーレストラン 

http://www.white-family.or.jp/healthy-island/htm/repoto/repo-to131.htm 

2)あなたの町の生活便利店“第 26 回 気を付けよう！薬の飲み合わせ” 

http://www.papasu.co.jp/c_mame/mame_no26.html 

3)大日本住友製薬 医療情報サイト 

https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/calgre/q9.html 

4)話題の食品成分の科学情報 

http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail825.html 

 

 

 

 

 

図 1：グレープフルーツに含まれる代表的なフラノクマリン類 4) 

 

http://www.white-family.or.jp/healthy-island/htm/repoto/repo-to131.htm
http://www.papasu.co.jp/c_mame/mame_no26.html
https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/calgre/q9.html
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail825.html
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薬剤部実習生 立命館大学 5回生 中澤 美津希 

 

 

 

 

脳梗塞って？ 

 

脳梗塞（別名：脳軟化症（のうなんかしょう））とは、脳に栄

養を送る動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳

組織が酸素、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い

状態になる事をいいます。 

脳梗塞の症状としては、 

 感覚障害・・・感覚が鈍くなったり、全くなくなったり

する。 

 麻痺・・・歩行、話すという行為やその音声、平衡感覚の障害が現れます。 

 意識障害・・・急性期脳の腫れなどによって、脳の活動が全体的に抑制され、意識レベルが一

時的に下がることがあります。 

 構音障害・嚥下障害・・・コミュニケーションが不十分になったり、摂食が不十分になってし

まったりします。 

 高次脳機能障害・・・片側からの視覚、聴覚、触覚などのあらゆる刺激を認識できなくなりま

す。 

 

一体、脳梗塞とはどのような原因で発症してしまうの？ 

  

私たちの身体はコレステロールを溜め過ぎると、血栓ができやすくなります（血栓＝血の塊）。そし

て大きな血栓ができて血管を流れ始めた時、血管が細い部分であれば血管自体を詰まらせてしまう

ことがあります。 

細い血管＝脳細胞の血管であり、脳血管で血栓が詰まってしまうと、脳細胞に栄養／酸素が行き渡

らなくなり、部分的に脳細胞が壊死してしまいます。 

その症状を脳梗塞といい…命に別状がない変わりに、後遺症を発

症するケースもあるのです。 

 

脳梗塞の治療 

 

 血栓溶解療法 

治療薬：アクチバシン【rt-PA（アルテプラーゼ）】 

適応時間：発症から 3 時間以内 

rt-PA は組織プラスミノゲンアクチベーター(t-PA)の１つで、血栓上のプラスミノゲンを活性化して

 

 

脳梗塞について 
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プラスミンと変換し、血栓溶解を促す薬剤です。t-PA のうち、アルテプラーゼの静脈内投与による、

超急性期虚血性脳血管障害の治療でも、健康保険が適用されるようになりました。 

治療薬：ウロナーゼ静注【ウロキナーゼ】 

適応時間：発症から 3～6 時間以内 

脳梗塞を起こしてから 6 時間以内の場合、施設の整った医療機関であれば、血管内カテーテルを用

いてウロキナーゼを局所動脈内投与及び経動脈的投与する血栓溶解療法が有効的です。血栓溶解療

法は、心原性脳血栓にとても有効ですが、脳の血流が 35%未満と極端に低くなっている場合、脳出

血などの副作用を起こす場合があります。 

 抗凝固療法 

治療薬：ノボ・ヘパリン注 5 千【ヘパリン】 

適応時間：制限なし 

治療薬：ノバスタン【アルガトロバン】 

適応時間：発症から 48 時間以内 

抗凝固療法は脳血栓症に効果があり、血栓が固まるのを防ぎます。点滴で投与し、詰まりかかって

いる血管が完全に塞がるのを防ぐと共に、血栓が大きくなるのも防ぐため、脳梗塞を広げるのを防

ぐこともできます。 

 抗血小板療法 

治療薬：注射用オグザロット【オザグレルナトリウム】 

適応時間：発症から 5 日以内に開始 2 週間投与 

治療薬：バイアスピリン【アスピリン】 

適応時間：発症から 48 時間以内 

抗血小板療法は再発防止の目的で使われますが、これは、血液が固まるときに働く血小板を阻止し

て、血液を固まりにくくする薬です。ただし心原性脳塞栓症には禁忌であるため注意が必要です。 

 脳保護療法 

治療薬：ラジカット【エダラボン】 

適応時間：発症から 24 時間以内 

脳梗塞が発症すると、フリーラジカルが発生して脳組織を傷つけていきます。そのため点滴で投与

し、フリーラジカルを消去し、細胞死を防ぎます。 

 抗脳浮腫療法 

治療薬：グリセオール【高張グリセロール 10%】 

適応時間：発症から 2~5 日目に開始 

血液の浸透圧を上げて、脳組織に潮流した水分を血中へ移行させ、脳

浮腫を改善します。 

 

予防 

脳梗塞は命に関わる病気で、1 分 1 秒に左右されるものです。日本での死亡率が第 3 位となってい

ますが、その 4～5 倍の人が脳梗塞を発症していると言われています。脳梗塞は、治療はもちろんの

ことですが、特に予防が重要となります。脳梗塞の原因となる因子は数多く、なかなか脳梗塞が減
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らないことの一因にもなっています。 

 動脈硬化・・・脳梗塞の一番の原因は動脈硬化です。糖尿病などで通院している人ならお分か

りでしょうが、定期的に動脈硬化の検査をしていませんか？これらの基礎疾患は動脈硬化を招

きやすいのです。ですから、基礎疾患をきちんと管理することで、結果的に脳梗塞を予防する

ことにもなるのです。 

 高血圧・・・高血圧の人は、食事に気をつけて、自分でも血圧測定器を購入し、日頃から自分

の血圧を測って平均値を把握しておきましょう。血圧が高いと脳の血管を傷めることにつなが

ります。毎日測定し、血圧が高ければそれなりの治療を行わなければいけません。 

 ストレス・・・ストレスと脳梗塞の関係は、実はとても深いものがあるのです。適度なストレ

スは体への刺激になり、必要なものでもあるのですが、過度のストレスをためたままでいると

自律神経が乱れ、血圧や脈拍を上げてしまいます。ストレスから体を守るために出されたホル

モンが血管を収縮させ、心拍数を上げます。このホルモンの作用で血糖値も上がってしまうの

です。血糖値が上がるということは血管の壁に傷がつきやすくなるということで、長くストレ

スを溜め込んでいると、動脈硬化を招いてしまうのです。ストレスでドカ食いをしたりお酒を

飲むことで益々動脈硬化を起こしやすくなり、これらが積み重なることで脳梗塞を起こしてし

まいます。 

 生活習慣の改善・・・脳梗塞の発作でよく言われるのが、急激な温度差によるものです。寒い

冬の夜、暖かい布団から寒いお手洗いに起きて、トイレで倒れていたという話はよく聞きます。

また、冬だけではなく、夏も要注意です。汗をかいて体から水分が失われると脱水状態になり、

血液が濃くなるために血栓ができやすくなります。水分をこまめに摂ることが脳梗塞の予防に

もなるのです。 

 飲酒・喫煙・・・なかなか禁煙できない、毎晩晩酌をするという

人もいるでしょう。これらは心臓病や動脈硬化を加速させます。

また、飲酒は高血圧も招きますし、喫煙は血管を収縮させるため

に血圧を上げてしまいます。血液の中の善玉コレステロールも減

少させてしまうので、動脈硬化を促進させます。脳血栓の大敵と

も言える飲酒と喫煙、できればやめた方がいいのですが、これが

なかなか簡単にやめられないのが現状のようです。 

薬剤部実習生 摂南大学 5 回生 増尾 昂哉 

                                         

 

参考文献及びサイト 

脳梗塞予防ガイド 

http://www.noukouso9.com/ 

病気がみえる vol.7脳・神経 P64、80～82 

 

http://www.noukouso9.com/

